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シオノギの目的
シオノギは、常に人々の健康を守るために必要な最もよい薬を提供する。

 
そのために
益々よい薬を創り出さねばならない。

益々よい薬を造らねばならない。

益々よい薬を益々多くの人々に知らせ、使って貰わねばならない。

創り、造り、売ることを益々経済的にやりとげねばならない。

 
そのために
シオノギの人々のあらゆる技術が日々休むことなく向上せねばならない。

シオノギの人々が、人間として日々休むことなく向上しなければならない。

 
その結果
シオノギの人々は日々の仕事と生活に益々生甲斐を覚える。

シオノギの人々の生活の仕方が益々改善せられる。

シオノギの人々の生活が益々豊かになる。
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ハンドブックの活用方法について
シオノギの基本方針
シオノギの行動方針
シオノギ行動憲章
会社の決意
目次

コンプライアンスの重要性と位置付け
シオノギグループ コンプライアンスポリシー
シオノギグループ腐敗行為・贈収賄防止ポリシー
問題がありそうなとき，問題が生じたときの相談先の利用方法

Ⅰ. シオノギの職場環境
1. 安全と衛生のための取り組み
2. 労働関連法遵守のための取り組み
3. ハラスメントのない職場
4. 差別・嫌がらせ等のないダイバーシティを尊重する職場
5. 利益相反

Ⅱ. シオノギの資産・情報
1. 会社財産
2. 知的財産権
3. 秘密情報
4. 個人情報
5. 記録の正確性、税法の遵守
6. インサイダー取引規制の遵守

Ⅲ. シオノギの事業活動
1. 研究活動
1-1. 創薬・探索研究
1-2. 非臨床試験
1-3. 研究試料・法規制物質の取扱い
1-4. 動物の利用

2. 開発活動
2-1. 臨床研究

3. 製造活動
3-1. 製造
3-2. 製品の品質と安全性の確保

4. 流通・調達活動
4-1. 原材料、資材等の調達・製品仕入
4-2. 物流・輸出入

5. 販売活動
5-1. 医薬情報活動
5-2. 安全管理情報収集活動
5-3. 情報発信活動
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Ⅳ. 取引先との関係
1. 外部との契約に基づく権利・義務の実施
2. 独占禁止法・公正競争規約等
3. 賄賂および汚職行為の禁止

Ⅴ. 株主・投資家との関係
1. 株主・投資家重視の経営
2. 公正な情報開示
3. 利益供与

Ⅵ. 社会との関係
1. 一人の社会人として
2. ソーシャルメディアの利用
3. 環境保全
4. 社会貢献（寄附等）
5. 公務員等との関係
6. 政治家・政治団体等との関係
7. 反社会的な勢力・団体への対応
8. 国際基準、海外の法令への対応
9. 現地文化の尊重
10. 透明性の確保

Ⅶ. 違反への対処
懲罰

【一覧】 主な関係部署、関係法令、関係社内規則等
Ⅰ. シオノギの職場環境
Ⅱ. シオノギの資産・情報
Ⅲ. シオノギの事業活動
Ⅳ. 取引先との関係
Ⅴ. 株主・投資家との関係
Ⅵ. 社会との関係
関係法令等の正式名称
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「コンプライアンス（compliance）」とは、英語で「命令・要求に従う」との意味です。日本では

「法令遵守」という意味で使われ、言葉通りに解釈すると『法令に違反しないこと』、つまり『法律、

政令、省令などの法令を遵守すること』となります。しかしながら、その様な意味だけならば、「コ

ンプライアンス」を特段に取り上げる必要はありません。シオノギの考える「コンプライアンス」

は、単に法律、政令、省令などの法令、業界の自主基準やガイドライン、社内規程やマニュアルと

いった規則・ルールを守ることだけ指すのではありません。

社会の道徳や常識などの社会規範を守り、企業・社会人としての倫理的行動をとることまでも

含まれます。

即ち、社会人として、あるいは企業として、常にフェアな行動をすることが求められるという広

い意味を含んでいます。一方、相次ぐ企業不祥事を背景として、企業は経営者によるリスク管

理、社内外からの監視・監督機能の強化、決算書等の財務報告の信頼性の確保などを求めら

れ、会社法、金融商品取引法では内部統制システムを整備することが義務付けられています。

そのため企業は、取り巻く様々なリスクを管理し、業務の適正および財務報告の信頼性を確保

する体制を構築し、運用する必要があります。コンプライアンスはその重要な基盤となっている

のです。

近年、相次ぐ企業不祥事の発生により、企業におけるコンプライアンスの徹底に対する社会か

らの要請は高まっており、その重要性がクローズアップされています。

最近では、製品の品質にかかわるGMP違反や、製造販売承認申請に用いられるデータの不適

切な取扱いといった、生命関連製品を扱う製薬企業にとって、あってはならない事件が発生して

います。

コンプライアンスの重要性と位置付け

 

コンプライアンスの重要性と位置付け
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製薬企業で働くということは、

❶人命や健康にも関わる医薬品を取り扱う責任が重い職業についているということ

❷ひとつ間違うと人命や健康にかかわる重大な問題を引き起こしてしまうということ

❸良い薬を創り出し、良い薬を造り、多くの人に使って貰い、世界の人々の福祉と医

療の向上に貢献し、健康で質の高い生活の実現に寄与するということ

であり、製薬企業のコンプライアンス違反は、人々の命と健康に影響を及ぼすということを十分

理解し、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていく必要があります！

基本方針を具現化するシオノギの活動（プロセス）を「木」に例えると、コンプライアンスは「木」

を育てていくための土壌になります。どんなに素晴らしい木でも土壌が腐ってしまうと成長が望め

ないばかりか最後には朽ち果ててしまいます。

つまり、コンプライアンスは企業活動を行ううえで堅牢な礎となる最重要事項です。

コンプライアンスに反した行動は厳しく社会的な制裁を受けることになり、シオノギが継続的

に発展するためには、コンプライアンスの実践が不可欠です。不祥事を起こした場合、会社の信用

が失墜するだけでなく、従業員は逮捕される場合もあれば、刑事罰や民事罰に問われることもあ

ります。家族がマスコミや周囲の目にさらされてしまい、今までのような生活を送ることも難しく

なり、幸福だった家庭生活もあっという間に壊れてしまう可能性もあります。コンプライアンスを

守るのは、上司のため、会社のため、社会のためだけではなく、大事な自分と自分の家族を守る

ためでもあります。

シオノギの行動がコンプライアンスに適っているかどうかは、シオノギファミリー一人ひとりの

コンプライアンスに基づいた心構えや行動にかかっているのです。

コンプライアンスは、「大変なこと」、「上の人の問題」として理解するのではなく、家族やシオノ

ギファミリーのみなさんの問題であることを理解し、コンプライアンスを遵守した社会の期待に

応えることができるエクセレントビジネスパーソンになりましょう。

COMPLIANCE HANDBOOK
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シオノギグループ コンプライアンスポリシー

シオノギグループ腐敗行為・贈収賄防止ポリシー

 

コンプライアンスを確保するための対応方法
シオノギグループの従業員は、コンプライアンスの徹底のために、次の方法と手順に沿って、適正に

判断し、適正な行動を取る。

a.まず自分で良く考える。

最初のステップとして、まず立ち止まって自ら考える。

自分が何かの行動をおこすときや、シオノギの他の人がしていることも含め、その善し悪しについて

判断に迷ったときは、次に挙げた5つの質問を自らに問いかけてみる。

b.所属長・App.（上司）へ相談する。

次に、自ら判断することが難しい場合または迷った場合は、所属長やApp.（上司）へ相談する。

c.専門家および／または専門部門・部署へも相談する。

自分での判断が難しい場合または迷った場合、あるいは所属長・マネージャー（上司）に相談しても

納得できる解決が得られない場合は、専門家や専門部門・部署（総務部、法務部、人事部など）へ相談

する。

制定2012年4月1日

シオノギグループ腐敗行為・贈収賄防止ポリシー

制定2014年4月1日

Ⅴ.

 

❶「そのこと」を、何かおかしいなと疑問に感じながらも、ハッキリさせないまま仕方なくやろうと

したり、見過ごそうとしたりしていませんか？

❷「そのこと」は、自分の良心に背くことにはなりませんか？

❸「そのこと」を、胸を張って家族に話すことができますか？

❹「そのこと」を、他の人がしているのを見たらあなたはどう思いますか？

❺「そのこと」は、結果としてシオノギを傷付けることにはなりませんか？
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mシオノギの事業活動

I , . 研究活動 ----, 
1 - 1 . 創薬・探索研究

•生命倫理をはじめ、試験・研究について関係法令および社内外のルールを遵守し、 適正な創薬・探索

研究を行います。

・環境および関係者・周囲の人々の安全に十分配慮し、創薬・探索研究を行います。

□ 誠実かつ公正に試験・研究を実施し、関係者・周囲に対して説明喪任が果たせるような行動を

とっていますか？

□ 研究デー タを正確に記録し、適切に保管していますか？

會
ディスカッションポイント

・研究を行うときに周囲に配慮すること

・研究ノ ー トの記載で注意すること

1-2. 非臨床試験

・有効性、安全性などについて判断できる正確なデータを作成するために、薬機法、GLP省令などの関係

法令および社内外のルールを遵守し、適正な非臨床試験を行います。

□ 実験操作手順書に逸脱することなく非臨床試験を実施していますか？

□ 生データと報告書の間に不整合や改ざんなどはあリませんか？

ディスカッションポイント

・研究データの改ざんを防ぐために注意すること

• 実験操作手順書の適切な管理・運用

14 
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w 取引先との関係

I 3. 賄賂および汚職行為の禁止 � 
•取引先等と公正かつ健全な関係を維持し、職務上の地位や権限を利用して、違法または不当な利益（金銭、

物品、接待、便益など）を受けたり、要求したり、約束したりしません。

・医療関係者、コンサルタント、顧問、その他専門家に業務を依頼する場合は、関係法令および社内外のル ー

ルを遵守し、必す書面による契約書を締結して適正に依頼します。

・ コンサルタント料・ 顧問料は、シオノギが受けたサーピスに対して妥当な金額とし、サーピスの内容につ

いては書面に記録します。

・公私を問わす、どのような個人あるいは事業組織に対していかなる「賄賂」も供与したり、申し出たり、約束

したりせ亨いかなる「賄賂」も受け取りません。

・不正競争防止法や「シオノギグル ープ腐敗行為・贈収賄防止ポリシー」などの関係法令および国内外の

ル ー ルを遵守し、すぺての取引先等と公正で健全な関係の維持と腐敗行為・贈収賄防止に努めます。

□ 取引先等からの利益提供の申し出に対して、毅然とした態度で拒絶していますか？

口一度限リの取引を行う場合でも、契約書などで条件を明確にしていますか？

□ 取引先等に対して、取引開始前に「シオノギビジネスパー トナー贈収賄防止に関するガイドライ

ン」について説明していますか？

□ 取引先等に対しで便宜を図る見返リとして、金品の受領や接待を受けていませんか？

□ 講演会の演者、座長などに対して所属機関の規則に則った招聘状を提出し、適正な金額の謝礼

を支払っていますか？

ディスカッションポイント

・贈収賄に関係しないためにとるべき行動
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